2019年

３月
一般卓球教室（中級者～）

初級者卓球教室

いろんなお悩みを解決します！苦手な技術を身につけたい！
という方におすすめの卓球教室です！

卓球は最初が肝心！上達したい！しっかりと基本技術を
身につけたい！という方におすすめの卓球教室です！

月極教室

月極（隔週）教室

教室日
時
間
定員 講師
毎週月曜日 10：00～12：00 8名 冨永
毎週火曜日 10：00～12：00 8名 冨永
毎週水曜日 19：00～21：00 8名 冨永

空き状況
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中

受講料：１回 1,900円（卓球場料金込）
★上記教室をお休みされた場合、振替とし受講できる日
を設けております。

月極（隔週）教室
教室日
第1・3・5月曜
第2・4

月曜

第1・3・5火曜
第1・3・5水曜
第2・4

水曜

第1・3・5木曜
第2・4

木曜

第1・3・5金曜
第2・4

金曜

第1・3・5土曜
第2・4

土曜

第1・3・5土曜
第2・4

土曜

教室日
第2・4

時

隔週で受講できます！
間

定員 講師

空き状況

水曜 10：00～12：00 8名 辻本 キャンセル待ち受付中

受講料：１回 1,900円（卓球場料金込）
★同曜日の教室は、両方の選択で月極として受講するこ
とも可能です。
★祝日は休講といたします。
★上記教室をお休みされた場合、振替とし受講できる予
備日を設けております。

隔週で受講できます！

時
間
14：00～16：00
14：00～16：00
14：00～16：00
14：00～16：00
14：00～16：00
14：00～16：00
14：00～16：00
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
12：00～14：00
12：00～14：00

定員
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名
8名

講師
冨永
冨永
冨永
辻本
辻本
冨永
冨永
辻本
辻本
冨永
冨永
辻本
辻本

空き状況
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中

空きあり
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中

空きあり

基礎力強化フリー教室

お好きな日を自由に選択
できます！

初級者～上級者まで、基礎力をしっかり強化したい方に
おすすめの教室です！

教 室 日
3 6 水

時
間
10：00～12：00

定員
8名

講師
辻本

受講料：１回 1,900円（卓球場料金込）
★フリー教室の日時は毎月変動いたします。
（毎月20日ごろ発表）

キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中
キャンセル待ち受付中

フリー教室

お好きな日を自由に選択
できます！

受講料：１回 1,900円（卓球場料金込）
★同曜日の第1.3.5、第2.4募集の教室は、両方の選択で月 いろんなお悩みを解決します！苦手な技術を身につけたい！
極として受講することも可能です。
という方におすすめのフリーの卓球教室です！
★祝日は休講といたします。
教 室 日
時
間
定員 講師
個人指導（マンツーマン）
3 4 月 12：00～14：00 8名
辻本
上達の近道はやはりマンツーマンです！
14 木 10：00～12：00 8名
辻本
１時間みっちり学びたい方におすすめ！
18 月 12：00～14：00 8名
辻本
25 月 12：00～14：00 8名
辻本
指 導 日
時
間
講師
3
1
金
15：00～16：00
辻本
受講料：１回 1,900円（卓球場料金込）
4
月
15：00～16：00
辻本
★フリー教室の日時は毎月変動いたします。
7
木
11：15～12：15
冨永
（毎月20日ごろ発表）
7
木
15：00～16：00
辻本
14 木
10：00～11：00
冨永
14 木
11：15～12：15
冨永
14 木
13：30～14：30
辻本
～卓球場利用について～
21 祝木 11：15～12：15
冨永
卓球台時間レンタル １時間１台840円
21 祝木 13：30～14：30
辻本
★完全予約制となっております。
29 金
13：30～14：30
辻本
募 集 状 況 は、当 Ｈ Ｐ の 伊 丹 店 情 報 を ご 利 用 く だ さ い。
受講料：１回 5,000円（卓球場料金込）
翌月分のイベント情報は毎月20日すぎに発表いたします。

http://www.tts-takahashi.com
レッスン・練習中の事故等につきましては、一切その責任は負えませんのでご了承ください。

お申込み・お問い合わせは 072-770-1309 伊丹ＴＴスタジオまで。
受付は月～土（10：00～16：00）必ずお電話にてお申込ください（来店対応不可）
レッスン中は留守番電話対応となりますので、折り返しお電話いたします。

伊丹女子ミニダブルスリーグ

新規開催

■2019年3月12日（火）
■主 催：テーブルテニスショップタカハシ伊丹店
■種 目：ダブルス
■時 間：12：45より受付13：00～試合開始
■場 所：伊丹ＴＴスタジオ
■参加数：８組（先着順）※定員になり次第締め切り、
その後はキャンセル待ちを受け付けます。
■参加費：1,000円（お一人様）
■参加賞：2ポイント進呈
■賞品：優勝ポイント・ポイントは金券として使用いた
だけます。
■駐車場が狭い為、出来る限り乗り合い、公共交通機関
自転車等でのご来場をお願い致します。
お問い合わせ、お申し込みは、072-770-1309

１階（卓球台４台）

２階（卓球台１～２台）

１Ｆ・２Ｆとも広々空間！！
★１Ｆ・２Ｆ共にフロアは、衝撃機能の優れたマットを使用して
いますので、疲労が軽減されます。
★２Ｆはゆったりとした空間で、プライベートの練習に最適です。
★冷暖房完備。

＜伊丹ＴＴスタジオ

伊丹女子ダブルスリーグ

アクセス＞

■第46回 2019年3月3日（日）
■主 催： テーブルテニスショップタカハシ伊丹店
（伊丹TTスタジオ）
■種 目：ダブルス
■時 間：８：４０より受付９：１０～試合開始
■場 所：伊丹ＴＴスタジオ
■参加数：１５組限定（先着順）
※定員になり次第締め切り、その後はキャンセル待ちを受
け付けます。
■参加費：1,000円（お一人様）
■参加賞：2ポイント進呈
■賞品：優勝ポイントやラッキー賞有り
・ポイントは金券として使用いただけます。
■駐車場が狭い為、出来る限り乗り合い、公共交通機関
自転車等でのご来場をお願い致します。
お問い合わせ、お申し込みは、072-770-1309
伊丹ＴＴスタジオ迄お気軽に！

伊丹店アクセス

北村の交差点を南へ。バスの方はバス停・北村下車（阪急バス・伊丹バス）。

民家を越えてすぐ「伊丹ＴＴスタジオ」

眼鏡市場を越えたすぐ「北伊丹７丁目」の交差点を左折。

看板を右折。

＜スタッフ紹介＞
冨永

明伸

（右・シェーク攻撃）

伊丹ＴＴスタジオ店長
元日本リーグ監督

白い建物が「伊丹ＴＴスタジオ」です。
車は６台駐車できます。奥が駐輪場です。
伊丹ＴＴスタジオ
伊丹市北伊丹３丁目５５－２
受付時間：月～土10：00～16：00
営業時間：10：00～21：00 定休日：日曜日
ＴＥＬ/ＦＡＸ：072-770-1309

辻本 理恵

（右・ペン前陣速攻）

バンビ・ホープス・ジュニアとシングルスで全国制覇！！
全国中学生大会で準優勝しインターハイでは団体戦優勝・
シングルス準優勝・ダブルス準優勝と常に全国のトップ争
いを演じる！ 社会人ではミキハウスに所属し、全日本社
会人でシングルス３位、全日本選手権ダブルス準優勝他、
日本代表として数々の海外試合にも出場していました。

